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一般常識－1（解答番号［二ロー正コ）

各問題に対する解答は配付したマークシー

する場合は、解答番号

平成28年度

トの解答欄にマークすること。例えば
の解答欄の⑤にマークすること。

と表示のある問題に対して⑤と解答

ー”“一一°“一°一一一〇一一一°一°一°一一一一一一一一一－”一一一一一一一一一一一一一“一一一〇一一一一一°一一一一一一一一“一一一一°一一一一一一一一一一一一一一一°一一一一一一“一一°“一一一一一一一一一一一－一一““－””一一””一一

1次の各文章を読み、それぞれの問いに答えなさい。

（1）2015年の訪日外国人旅行の特徴は、訪日外国人旅行者数が日本人の海外旅行者数を上回る年となった

ことである。

また、訪日外国人旅行者による日本国内消費総額も増加しており、2014年の日本の（ア）の輸出

総額にほぼ等しい約3・5兆円の水準となった○背景には免税制度の緩和施策があり、今後の一層の増

加を予測して、消費税に加え（イ）が免除される空港型市中免税店と呼ばれる商業施設が東京に

オ二プンした。その他には、（a）亜旦生国人旅行者の関心が観光地から日本の文化や生活に移っ＿＿左三上、

（b）イスラム諸国からの旅行者が増加したことも挙げられる。

問1空欄（ア）に当てはまる適切な語句を次の①～⑤から一つ選びなさい。

①プラスチック　②自動車部品　③船舶　④二輪自動車　　⑤食料品

問2　空欄（イ）に当てはまる適切な語句を次の①～⑤から一つ選びなさい。

①酒税・たばこ税・関税　②関税　　　　③酒税・たばこ税

④関税・酒税　　　　　　⑤関税・たばこ税
［二三コ

問3　下線部（a）に関連して日本のポップカルチャーの同人誌即売会である「コミックマーケット」が、

1996年以降毎年開催されているイベント会場を次の①～⑤から一つ選びなさい。　（2点）

①インテックス大阪　②幕張メッセ　③パシフイコ横浜

④東京ビッグサイト　⑤神戸国際展示場　　　　　　　　　　　　　［±］

問4　下線部酬こ関連して、イスラム教徒が食べても良いとされる料理・食品等を表現する語句を次の

①～⑤から一つ選びなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2点）

①コーシェル　　②ハラール　③アッサラーム

④ベジタリアン　⑤ラマダーン　　　　　　　　　　　　　　　　［≡コ

間5　下線部個こ関連して、イスラム教徒がメッカに向かって祈る方向を示す語句を、次の①～⑤から

一つ選びなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．（2点）

①アザーン　②ハツジ　③ヒジャブ　④キブラ　⑤ザカート　　　　　田

（2）映画・アニメ制作活動を誘致し、効率的にロケなどの活動を支援することによって観光振興を図る組

織を（’ァ）というこタイで封切られた映画「タイムライン」で紹介された佐賀県は、放映後タイ

からの旅行者が増加した。

空欄（ア）に当てはまる語句を次の①～⑤から一つ選びなさい。

①シネマ・アシスタンス

②フイルム・センター

③フイルム・コミッション

④サテライト・シューティング

⑤シネマ・ショット

（2点）

工王国

〈受験者本人の参考用としての個人使用以外の行為を禁ずる。複製“転売を禁ずる。〉



一般常識－「2（解答番号［±］一口□） 平成28年度

（3）環太平洋パートナーシップ（TPP）協定は、（a）太平洋を取り巻く国々間でのより一層の貿易拡大を目

指して交渉が継続されていたが、2015年10月のアトランタ閣僚会合で大筋合意に至り、各国の承認

を受けて発効する予定である。日本政府は、コメ、牛肉・豚肉、乳製品、サトウキビなど甘味資源作

物と（b）を農作物重要5品目として交渉を行ってきた。

問1下線部（a）に関して、大筋合意の段階で協定に加わっていない国を次の①～⑤から一つ選びなさい。

①チリ　　②ブルネイ　　③韓国　　④ペルー　　⑤マレーシア

間2（b）にあてはまる適切な語句を次の①～⑤から一つ選びなさい。

①キャベツ　　②　じゃがいも　　③　とうもろこし　　④麦　　⑤大豆

（4）わが国の選挙制度に関するそれぞれの設問に答えなさい。

（3点）

田
（3点）

［二重］

問1　2015年6月に公職選挙法が改正され選挙権が与えられる年齢が満18歳以上に引き下げられた

が、わが国の選挙権の変遷に関する次の記述のうち、ロコおよび［二重コに入る語句の組み合

わせで正しいものはどれか。次の①～④から一つ選びなさい。　　　　　　　　　　　（3点）

1889年（明治22年）に制定された衆議院議員選挙法では田で直接国税15円以上納入の男

子に選挙権準えられた。その後2回にわたって納税要件が緩和されたのち［二亘コの改正で納税要

件は撤廃され男子の普通選挙制が成立した。戦後の1945年（昭和20年）の改正では、はじめて女性

に選挙権が与えられるとともに選挙権が与えられる年齢も満20歳以上に引き下げられた。

①A二滴25歳以上

②A＝満30歳以上

③A＝満25歳以上

④A＝満30歳以上

B＝1925年（大正14年）

B＝1935年（昭和10年）

B＝1935年（昭和10年）

B＝1925年（大正14年） 圏

問2　衆議院議員選挙に関する記述のうち、誤っているものはどれか。次の①～④から一つ選びなさい。

（3点）

①衆議院議員の任期は4年であるが、衆議院解散の場合にはその期間満了前に任期は終了する。

②衆議院解散による総選挙は、解散の日から40日以内に行われる。

③衆議院議員選挙の小選挙区制は1選挙区から1名を選出する制度で選挙区数は295である。

④衆議院議員選挙の比例代表制は11の比例代表選挙区（比例代表ブロック）ごとに定数が定められ

ており総数は200である。

問3　参議院議員選挙に関する記述のうち、誤っているものはどれか。次の①～④から一つ選びなさい。

（3点）

①参議院議員の任期は6年で、3年ごとに半数を改選する。

②　日本国民で満30歳以上の者は参議院議員の被選挙権を有する。

③参議院議員の定数は選挙区選出の議席が146、比例代表選出の議席が96で総数は242である。

④比例代表選出の当選人は政党その他の政治団体が届け出た名簿に付された当選人となるべき順位

による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［二重二］

〈受験者本人の参考用としての個人使用以外の行為を禁ずる。複製。転売を禁ずる。〉



一般常識－3（解答番号口重コ～
）　平成28年度
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（5）日本国憲法の改正手続きに関する下記の問いに答えなさい。

問1「日本国憲法第96条」に規定されている憲法改正の手続きに関する次の記述のうち、［二重］お

よび匝］に今る語句の組み合わせで正しいものはどれか。次の①～④から一つ選びなさい。

（3点）

各議院の総議員の［］口の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なけれ

ばならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、そ

の□≡］の賛成を必要とする。

①A＝三分の二以上

②A＝三分の二以上

③A＝過半教

④A＝過半数

B＝三分の二以上

B＝過半数

B＝過半数

B＝三分の二以上 ［二重二］

2観光に関連する次の各問について、それぞれの問いに答えなさい。

（1）外国人観光案内所は、訪日外国人旅行者がより安心して旅行してもらうための施設として設置されて

おり、提供するサービス内容により区分があるが、次の①～⑤の記述のうち、誤っているものを一つ

選びなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3点）

①認定された外国人観光案内所は、すべての都道府県に分布している。

②カテゴリー3の施設は、フルタイムで少なくとも英語で対応可能なスタッフが常駐し、その上で英

語を除く2以上の外国語による対応が常時可能で、日本全国の観光情報の提供を行う。

③カテゴリー2の施設は、フルタイムで少なくとも英語で対応可能なスタッフが常駐し、近隣の地域

を含めた広域の観光情報を提供する。

④カテゴリー1の施設は、常駐でなくとも何らかの方法で英語対応可能で、地域内の情報を提供する。

⑤カテゴリー1，2，3の施設の運営主体は、法人、地方自治体、ボランティア団体である。

（2）政府は訪日外国人旅行者数のさらなる増加を目指し、これまでに数次ビザの発給開始、要件緩和、有

効期間の延長など様々な形でビザ発給の戦略的緩和を行っている。

2015年にわが国が新たに数次ビザの発給を開始した国の組み合わせとして正しいものはどれか。次の

①～④から一つ選びなさい。

①フィリピン・ベトナム

②ブラジル・モンゴル

③オーストラリア・シンガポール

④タイ・マレーシア

（3点）

〈受験者本人の参考用としての個人使用以外の行為を禁ずる。複製“転売を禁ずる。〉



一般常識－4（解答番号 ）　平成28年度
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（3）わが国の宿泊施設の客室稼働率は訪日外国人旅行者の増加等に伴い上昇傾向にあり、全国平均で2011

年の51．8％から2015年には60．5％となっており、東京、大阪では80％を超える等、施設不足が顕在

化している。宿泊施設タイプ別客室稼働率を見てみると、ホテルに比べ旅館の稼働率は低水準に止ま

っており、特に外国人旅行者の利用が進んでいない。

（観光庁　平成28年宿泊旅行統計調査（第1次速報値）より）

問12015年度の旅館の客室稼働率及び外国人宿泊割合の組み合わせとして正しいものはどれか。次の

①～④から一つ選びなさい。

客室稼働率　　　外国人宿泊割合

①20％台

②30％台

③40％台

④50％台

15－20％

5－10％

0－5％

10－15％

（3点）

問2　2015年において、次の①からの⑤のなかで外国人旅行者が延宿泊者数で一番多かった都道府県を

一つ選びなさいさ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2点）

①北海道　　②千葉県　　③静岡県　　④京都府　　⑤沖縄県

（4）2015年の日本の経常収支に関する記述のうち、正しいものはどれか。次の①～⑤から一つ選びなさい。

（3点）

①年間の旅行収支は、黒字であった。

②年間の貿易収支は、黒字であった。

③年間のサービス収支は、黒字であった。

④年間の第一次所得収支の赤字は直近10年間で最大であった。

⑤年間の経常収支の黒字は直近10年間で最少であった。 □三二］

（5）盆踊りの行事に関する記述のうち、正しいものはどれか。次の①～④から一つ選びなさい。（3点）

①岐阜県郡上市で行われる「郡上おどり」は、5月中旬から9月上旬にかけて連日観光客も地元の人

も一緒になって踊る、日本一のロングランの盆踊りである。

②各地の盆踊りで使われることの多い炭坑節は、北海道夕張の炭鉱で歌い始められた民謡である。

③徳島県で8月に実施される阿波おどりでは、「連」と呼ばれる踊り手の集団が踊り歩く。県内各地

で行われるが、もっとも規模が大きく盛り上がりを見せるのは、徳島市の阿波踊りである。

．④沖縄の盆踊りともいえるエイサーは大小さまざまな太鼓を打ちながら地域内を練り歩く行事で、沖

縄各地で行われるが、いずれも参加者は全員男性である。

〈受験者本人の参考用としての個人使用以外の行為を禁ずる。複製，転売を禁ずる。〉



一般常識－5（解答番号 ～［二重コ）　平成28年度
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（6）経済産業省が認定した近代化産業遺産辞の構成遺産に関する記述のうち、正しいものはどれか。次の

①～④から一つ選びなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3点）

①群馬県富岡市にある富岡製糸場は、日本初の本格的な器械製糸工場で　日本の近代化だけでなく、

世界的な絹産業の技術革新・交流などにも大きく貢献した、世界文化遺産富岡製糸場と絹産業遺産

群を構成する資産の一つである。

②栃木県日光市にある足尾銅山は、江戸時代初期に採掘を開始し、20世紀初頭には日本の銅産出量

の40％を占める繁栄を誇ったが、1945年に閉山し、「足尾銅山跡」として国の史跡に指定されて

いる。

③神奈川県横浜市にある横浜赤レンガ倉庫は昭和初期に建設された横浜港の保税倉庫で、現在一号館

は文化施設、二号館は商業施設となり、みなとみらい地区の代表的な観光施設となっている。

④福岡県北九州市のJR門司港駅は門司港レトロエリアの代表的建築。1891年築のネオ・ルネッサ

ンス調鉄筋コンクリート建築で、駅舎としては初めて国の重要文化財に指定された。

（7）2015年に日本遺産として初めて18件が指定されたが、そのうちのひとつ「近世日本の教育遺産群一

学ぶ心・礼節の根源一」に含まれないも＿＿＿聖はどれか。次の①～④から一つ選びなさい。　（2点）

①旧弘道館（茨城県水戸市）　②足利学校跡（栃木県足利市）

③湯島聖堂（東京都文京区）　④旧閑谷学校（岡山県備前市）

3交通機関に関する次の各間について、それぞれ答えなさい。

（1）2016年3月北海道新幹線が開業し、東京駅と新函館北斗駅間を最速［≡工で結び、2011年3月に

全線開業した九州新幹線鹿児島ルートと合わせ、九州から北海道まで新幹線網でつながることとなっ

た。

空欄［二三二］の新幹線が東京駅一新函館北斗駅間に要する時間について正しいものを選びなさい。

（2点）

①2時間42分　②3時間32分　③4時間2分　④5時間52分　　　　　［亘コ

（2）JAPANRAILPASSの利用に関する記述のうち正しいものはどれか。次の①～⑤から一つ選びなさい。

（3点）

①利用者は、外国から「短期滞在」の入国資格により観光目的で日本を訪れる外国人旅行者に限られ

る。

②JRグループ全線及び全列車（新幹線、特急列車、急行列車、快速列車、普通列車及びBRT）に乗

車することが出来る。

③JRと直通運転を行っている踊り子号、スーパーはくと号に乗車することができるが、JR以外の

区間は別途運賃・料金が必要である。

④特急列車に乗車する場合は、「みどりの窓口」等で指定席券、自由席券の交付を必ず受けなければ

ならない。

⑤JRバス各社のすべての高速バス路線区間に乗車することができる。　　　　　　［二重コ

〈受験者本人の参考用としての個人使用以外の行為を禁ずる。複製“転売を禁ずる。〉



一般常識－6（解答番号
子／‾へ

）　平成28年度
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′

（3）日本に乗り入れるLCCの増加に伴い、成田国際空港では2015年にLCC専用の第3ターミナルを開

設し、2016年4月現在、ジェットスタ「航空、ジェットスター・ジャパン、バニラエア、春秋航空

日本（SpringJapan）、（ア）の各航空会社が発着している。

空欄（ア）に当てはまる適当な語句を次の①～⑤から一つ選びなさい。

①ピーチアビエーション　　　②スクート　　　③チェジュ航空

④ェアブサン　　　　　　　　⑤イースター航空

4　日本の自然や動植物に関する次の各問について、それぞれ答えなさい。

（1）全国各地の桜に関する次の記述のうち誤っている ものはどれか。

（2点）

［二重］

次の①～④から「つ選びなさい。

（3点）

①河津桜とは、静岡県賀茂郡河津町で2月上旬～3月上旬頃に咲く早咲きの桜で、花が大きく濃いピ

ンク色であることが特徴である。

②秋田県仙北市角館町は、桜の名所として知られているが、歴史ある武家屋敷と桜並木が美しく、全

国京都会議加盟の小京都のひとつに数えられている。国の天然記念物に指定されている枝垂桜も

多く、毎年桜の時期には多くの観光客でにぎわう。

③京都平安神宮の紅しだれ桜は、世界的文豪にも愛されており、谷崎潤一郎の「細雪」や森鴎外の

「古都」にも描かれていることで知られている。

④桜の開花宣言の判断の基準となるのは、全国の気象台や神社・公園などに植えられた標準木で5

－6輪以上の花が咲いた状態になったときとされており、観測の対象となる標準木の種類はソメイ

ヨシノである。

（2）公益財団法人日本さくらの会が制定した「日本さくら名所100選」のうち東北地方に所在するものだ

けを組み合わせているものはどれか。次の①～④から一つ選びなさい。

①千秋公園　　　　　鶴ヶ城公園

②高遠城址公園　　　千光寺公園

③鶴ヶ城公園　　　　吉野山

④弘前公園　　　　　高遠城址公園

鶴岡公園

琴弾公園

鳥帽子山公園

千光寺公園

（3点）

（3）野生動物の生息地とその地が属する国立公園の組み合わせで正しいものはどれか。次の①～④から一

つ選びなさい。

①北アルプス（ニホンライチョウ）

②地獄谷野猿公苑（ニホンザル）

③南アルプス（ニホンカモシカ）

④高崎山自然動物園（ニホンザル）

尾瀬国立公園

上信越高原国立公園

屋久島国立公園

阿蘇くじゆう国立公園

（3点）

〈受験者本人の参考用としての個人使用以外の行為を禁ずる。複製，転売を禁ずる。〉



一般常識－7（解答番号田～
）　平成28年度
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（4）世界的に又は国家的に価値が特に高いものとして文化財保護法により75件が国の特別天然記念物に

指定されているが、次のうち特別天然記念物に指定されていないものはどれか。①～④から一つ選び

なさい。　　、

①釧路湿原（北海道）に生息するタンチョウ

②瓢湖（新潟県）に渡来するハクチョウ

③立山（富山県）に生息するライチョウ

④出水平野（鹿児島県）に渡来するツル

（3点）

工亘コ

（5）外国人観光客にも人気がある、夏から秋にかけて鵜を使って鮎漁をする鵜飼いについて、、実施されて

いなし ＼場所はどれか。次の①～④から一つ選びなさい。

①愛知県犬山市　木曽川

②京都府宇治市　宇治川

③山形県米沢市　最上川

④岐阜県岐阜市　長良川

（3点）

5　日本の食品、農業に関する次の各問について、それぞれ答えなさい。

（1）日本食が世界各地で話題となっているが、これに伴い日本食材の海外輸出に関心が集まっている。

2015年の日本の農林水産物の輸出総額は、約（ア）であり、国・地域別の輸出先では（イ）

が一番多く、輸出金額で最大の品目は（ウ）である。

問1空欄（ア）に当てはまる適当な語句を次の①～⑤から一つ選びなさい。

①1，500億円　②3，500億円　③7，500億円　④1億円　⑤3億円

間2　空欄（イ）に当てはまる適当な語句を次の①～⑤から一つ選びなさい。

①米国　　　　②フランス　　③韓国　　　　④台湾　　⑤香港

間3　空欄（ウ）に当てはまる適当な語句を次の①～⑤から一つ選びなさい。

①りんご　　　②日本酒　　　③ほたて貝　　④醤油　　⑤しいたけ

（3点）

（3点）

（3点）

（2）日本穀物検定協会では食味試験により全国各地の産米を5段階にランキング付けしているが、平成27

年度産米のうち最高ランクの特Aにランキング付けされた産米の品種と産地の都道府県の組み合わせ

のうち二つとも正しいものはどれか。次の①～④から一つ選びなさい。

①みずかがみ－茨城県

②あきさかり一福井県

③ふっくりんこ－青森県

④ななっぼし－北海道

はえぬき－山形県

青天の霹靂一鹿児島県

青天の霹靂一鹿児島県

はえぬき一山形県

（3点）

回

〈受験者本人の参考用としての個人使用以外の行為を禁ずる。複製。転売を禁ずる。〉



一般常識－8（解答番号［二重コ～ ）　平成28年度
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（3）国税庁の「清酒の製法品質表示基準」による特定名称、純米酒、純米吟醸酒、純米大吟醸酒、特別純

米酒など、「純米」を冠する特定名称の清酒の使用原料はどれか。次の①～④から一つ選びなさい。

（3点）

①米　　　　　　　　　　②米、米こうじ

③米・醸造アルコール　　④米・米こうじ・醸造アルコール ［二重］

（4）国連食糧農業機関（EAO）が認定する世界農業遺産（GmHS）に認定されているわが国の地域に関す

る次の記述のうち誤っているものはどれか。次の①～④から一つ選びなさい。　　　　　（3点）

①石川県能登地域は、平地が少ない山間地において、針葉樹と広葉樹で構成されるモザイク林等によ

る森林保全管理、伝統的な焼畑農業、急斜面に築かれた水路網を有する棚田の米作りなどの複合的

農林業と神楽など、特色ある伝統文化を継承している。

②和歌山県みなべ・田辺地域は、養分に乏しい礫質の斜面を利用し、梅林としての利用と周囲に薪炭

林を残すことで水源酒養や崩落防止等の機能を持たせるとともに、薪炭林に生息するニホシミツバ

チと梅との共生等、地域資源を有効活用して高品質な梅を持続的に生産している。

③熊本県阿蘇地域は、草原で定期的な野焼きによって牧畜が持続的に営まれるとともに、草原特有の

生物多様性が維持されている。持続的な活用を通した循環型農業の結果自然環境が保全されている。

④大分県国東半島宇佐地域は、効率的な土地・水利用が実践され、豊かな農村文化が形成されており、

豊かな農林産物と生態系をもたらすクヌギ林とため池による循環型農林業が行われている。

6最新の観光白書に記載のある次の各問について、それぞれ答えなさい。

（1）2015年の訪日外国人旅行者数は、過去最高であった2014年の1，341万人をさらに上回り、1，974万

人－（対前年比47．1％増）となり、3年連続で過去最高を更新したと同時に、統計を取り始めた1964

年以降で最大の伸び率を記録している。2015年の訪日外国人旅行者数のうち、上位5位に含まれな

い国・地域はどれか。次の①～④から一つ選びなさい。　　　　　　　　　　　　　　　（3点）

①香港　　　②アメリカ　　③台湾　　④タイ

（2）世界遺産に関する次の文章のうち、（　　）に当てはまるものはどれか。次の①～④から一つ選び

なさい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3点）

2015年7月に「明治日本の産業革命遺産製鉄・製鋼、造船、石炭産業」がユネスコの世界文化遺産

として登録された。、これは、（　　　　）・福岡・佐賀・長崎・熊本・鹿児島の8県に点在する全

23資産により構成されており、八幡製織所修繕工場のように現在でも稼働している施設を含む世界遺

産は日本では初めてのものである。

①岩手・群馬・静岡　　　②岩手・静岡・山口

③岩手・群馬・山口　　　④群馬・静岡・山口

〈受験者本人の参考用としての個人使用以外の行為を禁ずる。複製“転売を禁ずる。〉


